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小学校交通安全教室

交通事故死ゼロ3000日達成・・・・・・・・・・・２Ｐ
「浦臼町医療・介護連携基本情報カード」を
ご利用ください。・・・・・・６Ｐ
町民まちづくり活動応援補助金の対象事業が
決定しました・・１１Ｐ
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浦臼町建設業協会
浦臼技能協会ボランティア活動
５月１２日（土）、浦臼町建設業協会（竹内
勝人会長）と浦臼技能協会（横井正男会長）に
よるボランティア活動が行われました。
晴天の中、会員１５名により鶴沼公園内バー
ベキューハウス２棟の鉄骨部分の塗装が行われ、
バーベキューハウスはきれいに生まれ変わりま
した。

交通事故死ゼロ日数3000日達成
感謝状贈呈式
４月２８日で浦臼町は交通事故死ゼロ３００
０日を達成し、５月１８日（金）、町長室において、
浦臼町交通安全協会の今野会長と浦臼町交通指
導員会の髙橋会長へ砂川署より感謝状が贈られ
ました。今野会長は「浦臼町民は交通安全への
意識が高い」と話し、髙橋会長は「ずっとここ
に住んで道路状況の変化を感じているが、この
まま交通事故死ゼロを継続させていきたい」と
話していました。

左：今野会長

小学校交通安全教室
４月２０日（金）、浦臼小学校において、北
海道警察、交通安全指導員の協力のもと交通安
全教室が開催されました。
最初に浦臼駐在所の方や校長先生から自転車
に乗る際の注意点や交通マナーを聞き、その後、
学校周辺の路上で実地練習と、多目的室で交通
安全講習を行い、交通事故の危険性や事故に遭
わないためにどうすれば良いのかを学んでいま
した。

右：髙橋会長

平成３０年度
浦臼町春の火災予防啓発演習
４月２４日（火）、役場で春の火災予防啓発
演習が実施されました。
啓発演習は浦臼町役場職員と合同で行われ、
同職員による避難訓練・消火器取扱訓練、奈井
江・浦臼消防職員による避難誘導・放水訓練等
模擬火災訓練が実施されました。
次回の火災予防啓発演習は秋に実施予定です
が、火災予防運動期間中に限らず避難訓練を実
施する事業所がありましたら、下記のお問合せ
先までお気軽にお電話ください。
砂川地区広域消防組合 奈井江・浦臼支署
（０１２５−６５−２２５９）

国民健康保険税は納期内に必ず納めましょう!!
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成人（高齢者）用肺炎球菌予防
ワクチン接種費用助成について
浦臼町では、成人（高齢者）用肺炎球菌予防ワクチン接種費用の一部の助成を行っています。肺炎球
菌は主に気道の分泌物に含まれる細菌で唾液などを通じて感染し、気管支炎や肺炎、敗血症などの重い
合併症を引き起こす事があり、死亡原因の第３位となっています。予防接種を受ける事で、重症化と死
亡のリスクを軽減させる効果が期待されています。この機会に主治医に相談の上、接種について検討し
ましょう。
〈対象者〉
これまでに一度も成人（高齢者）用肺炎球菌予防ワクチンを接種したことがない方で、以下の生年月
日に該当する方です。該当する方は、接種費用の助成を１回受けることが出来ます。下記の生年月日に
該当する方には、平成３０年３月末に案内文書と予診票を郵送していますが、任意（全額自己負担）で
接種した事が過去に１度でもある方は助成の対象となりません。また、任意の接種歴については町では
把握できていませんので、ご了承ください。
平成３０年度 成人（高齢者）用肺炎球菌ワクチン 接種費用助成該当者
６５歳 ： 昭和２８年４月２日 〜 昭和２９年４月１日生まれの方
７０歳 ： 昭和２３年４月２日 〜 昭和２４年４月１日生まれの方
７５歳 ： 昭和１８年４月２日 〜 昭和１９年４月１日生まれの方
８０歳 ： 昭和１３年４月２日 〜 昭和１４年４月１日生まれの方
８５歳 ： 昭和 ８年４月２日 〜 昭和 ９年４月１日生まれの方
９０歳 ： 昭和 ３年４月２日 〜 昭和 ４年４月１日生まれの方
９５歳 ： 大正１２年４月２日 〜 大正１３年４月１日生まれの方
１００歳 ： 大正 ７年４月２日 〜 大正 ８年４月１日生まれの方
〈助成金額〉 ５,０００円
〈接種の流れ〉
１．かかりつけの医療機関にて接種の実施について相談し、接種する場合は予約をします
２．予診票を記載し、医療機関にて成人（高齢者）用肺炎球菌予防ワクチンを接種します
３．医療機関の窓口にて、接種費用から助成金額（５,０００円）が引かれた差額を支払います
４．医療機関で渡される予防接種済証を自宅で保管します（他の接種を検討する際に重要となります）
〈成人（高齢者）用肺炎球菌予防ワクチン接種が可能な医療機関〉
下記にかかりつけの医療機関がない場合は、接種について医師にご相談ください。
【浦 臼 町】 浦臼町立診療所
【奈 井 江 町】 奈井江町立国民健康保険病院 方波見医院、岸本内科消化器科クリニック
【滝 川 市】 滝川市立病院、久保会医院、神部クリニック、石田クリニック
おおい内科循環器クリニック
【砂 川 市】 砂川市立病院（内科・循環器内科）、明円医院、村山内科医院、細谷医院
【新十津川町】 空知中央病院、花月クリニック
【雨 竜 町】 新雨竜第一病院
【月 形 町】 月形町立病院
【美 唄 市】 なかむら内科・消化器内科クリニック
（平成３０年６月１日現在）
〈注意及びその他〉
・平成３０年４月２日から平成３１年３月３１日までが助成の対象期間となり、期間が過ぎると助成が
受けられないため、ご注意ください。
・詳細につきましては、郵送されてきた案内文書をご覧頂くか下記までお問い合わせください。
【 問い合わせ先：浦臼町保健センター 電話０１２５−６９−２１００ 】

ゴミは、分別して出しましょう!!
３
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浦臼町特定不妊治療費・不育症治療費助成事業
浦臼町では、特定不妊治療・不育症治療を受けている方の経済的・精神的負担の軽減と、安心し
て子どもを産み育てることができる環境作りを目的として、特定不妊治療費・不育症治療費の助成
を行っています。
★ 特定不妊治療費助成事業
体外受精及び顕微授精

★

○対象となる治療内容 …
○対象者
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師の判断に基づ
き治療を受けている方のうち、次の１〜４までの全ての要件に該当する方
１．夫婦のいずれかが浦臼町に住民登録を有し、かつ１年以上経過している方
２．法律上の婚姻をしていること
３．北海道知事及び準ずる機関が指定する医療機関において治療を受けた方
４．夫及び妻にかかる町税及び使用料等の滞納のない方
○助成額・助成回数
１組の夫婦に対して、１回の治療につき最大３０万円、通算６回まで助成します。男性の不妊治療
も助成の対象となり、年齢制限・所得制限はありません。ただし、１回にかかった治療費から北海道
特定不妊治療費助成事業で受けた助成額を除いた額が３０万円に満たない場合はその額を上限として
助成します。
★ 不育症治療費助成事業 ★
○対 象 者
２回以上の流産、死産、あるいは早期新生児死亡（生後１週未満の子の死亡）の既往がある方のう
ち次の１〜４までの全ての要件に該当する方
１．夫婦のいずれかが、浦臼町に住民登録を有し、かつ１年以上経過している方
２．法律上の婚姻をしていること
３．産科又は婦人科を標榜する日本国内の医療機関（複数の診療科をもつ総合病院等においては、院
内の産科又は婦人科）において検査又は治療を受けた方
４．夫及び妻にかかる町税及び使用料等に滞納のない方
○対象となる検査・治療
１ 不育症の因子を特定するための検査
子宮形態検査、染色体検査、内分泌検査、抗リン脂質抗体検査、凝固因子検査
２ 検査結果に基づく治療
手術療法、着床前診断、抗甲状腺薬・甲状腺ホルモン剤・インスリンを用いた治療、低用量アス
ピリン療法、ヘパリン療法、カウンセリング
○助 成 内 容
不育症治療に要した費用に対して、１回の検査・治療につき１０万円まで助成します。ただし、北
海道不育症治療費助成事業により助成を受けた方は、北海道不育症治療費助成事業による助成額を除
いた額が１０万円に満たない場合は、その額を上限として助成します。（検査・治療については、平
成３０年４月１日以降に実施したものとし、過去に１度も不育症の因子を特定するための検査を受け
ていない場合は助成の対象外となります。）
【注意】
特定不妊治療・不育症治療に関して他の市町村から同様の給付を受けている、または受ける見込み
がある方は助成の対象となりません。また、治療終了後から町で定められている期間を過ぎますと、
申請が出来なくなるためご注意ください。詳細については、浦臼町のホームページをご覧頂くか、下
記までお早めにお問い合わせください。
【お問い合わせ】
浦臼町保健センター内子育て世代包括支援センター（子育て支援係）☎０１２５−６９−２１００

限りある水資源を大切に!節水にご協力をお願いします!
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◇ Let s 食っきんぐのお知らせ ◇
妊娠中の食生活や栄養は大丈夫かな？離乳食はどうやって作るの？離乳食の進め方は大丈夫かな？簡
単に子どもに作れるおやつはあるのかな？など妊婦食、離乳食、幼児期のおやつについて気になってい
ることはありませんか？
子育て世代包括支援センターでは、妊婦さんや就学前のお子さんを持つ保護者の方を対象とした
『Let s食っきんぐ（レッツ クッキング）』事業を行っています。
内容は、栄養士が考案したレシピをもとに妊婦食、離乳食、幼児期のおやつなどの調理実習や試食を
行います。また、調理実習中はお子さんを保育士やスタッフが託児します。
同世代のお子さんをお持ちの保護者の方々と調理・試食をしながら楽しく交流を行いませんか？ぜひ、
たくさんの皆さんの参加をお待ちしています。
【日 時】
【場 所】
【対象者】
【料 金】
【持ち物】

平成３０年６月１９日（火）１０:００〜１３:００
保健センター
妊婦さん、就学前のお子さんを持つ保護者の方
１人 ６００円（大人）
エプロン、おむつ、着替え、ミルク、お茶などの飲み物、おぶりひも
※ 参加を希望される方は事前に申し込みが必要です。６月１４日（木）までに下記まで
お申し込みください。

☆今後の『Let s食っきんぐ』開催予定日☆
平成３０年８月２８日、１０月２３日、１２月４日、平成３１年２月２９日 いずれも火曜日です

《４月のLet s食っきんぐより》
妊婦さんのためのおすすめメニュー
＊割り醤油を使った和え物（減塩）

◎申し込み・問い合わせ先
保健センター内
子育て世代包括支援センター
（子育て支援係）
電話 ０１２５−６９−２１００
〜ご不明な点はお問い合わせください〜
＊しらすご飯
（カルシウムたっぷり）

＊根菜ごろごろスープ
（食物繊維たっぷり･便秘予防）

「広報うらうす」に広告を載せてみませんか？

広告主募集中
１号広告
２号広告

縦４㎝×横15㎝ 4,000円
縦４㎝×横 7㎝ 2,000円

問い合わせ 役場総務課企画統計係

買物は町内商店で買いましょう!!
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「浦臼町医療・介護連携基本情報カード」
をご利用ください。
保健センターでは、医療機関や介護サービスを利用される時に必要な情報をスムーズに共有できるよ
うに基本的な情報を記載するカードを作成しました。必要な事項を記載し、お問い合わせなどが必要な
場合にご利用いただきます。
現在、高齢者の集まりや訪問の際等に配布しています。
お手元にない方は、保健センターでお渡しできますので、お声かけください。
【表】
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※表面、裏面とも太枠内を各自でご記入いただいています。
お一人につき、カードを２枚お渡ししています。
・１枚は医療保険証と一緒にして、医療機関受診時や入院時にご持参ください。
・もう一枚は、自宅の電話横に貼ってください。
（救急時等に確認が必要な場合に利用します。）
お問い合わせ先：浦臼町保健センター 介護福祉係
℡ ６８−２２８８（浦臼町地域包括支援センター）

児童手当受給者は、現況届の手続きを忘れずに！
児童手当の支給を受けている方は、毎年６月１日から６月３０日までに『現況届』を提出すること
になっています。この届出は、児童手当を支給されている方の前年所得と６月１日現在における児童養
育の状況等を確認し、引き続き手当を受ける要件があるかどうかを審査するために提出していただく大
切な手続きです。
この届出の提出がないと、６月以降の児童手当が受けられなくなります。６月３０日が閉庁日のため、
必ず２９日（金）までに次の物を添付して届出をしてください。
○国民年金以外の年金に加入している方〜「受給者の健康保険被保険者証の写し」または

「年金加入証明書」
○平成３０年１月１日現在、浦臼町に住所がなかった方〜前住所地の市区町村長が発行する

「平成３０年度

児童手当用の所得証明書」

なお、現況届を提出していただく方には、役場から用紙等を送付いたします。
役場へ直接持参することが難しい方は、郵送でもかまいませんが、６月２９日までに役場に必ず到着
するようにお願いいたします。
詳しいことは、役場くらし応援課住民係までお問い合わせください。 電話６８−２１１２（直通）

元気にあいさつをしましょう!!
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農業者年金現況届は忘れずに提出を！
農業者年金現況届は、年金を受給するために必要な毎年の手続きです。
農業者年金の経営移譲年金や農業者老齢年金を受給されている方は、現況届を必ず農業委員会に提出し
てください。

現況届が
届く時期は…

現況届の
提出時期は…

現況届の用紙は、５月
末日頃に直接受給権者
ご本人あて送付されま
す。

現況届の
提出を忘れると…

現況届は、６月１日から
６月３０日までに農業委
員会に必ず提出してくだ
さい。

現況届の提出がないときは、１１月の
支払いから提出されるまでの間、年金
の支払いが差し止められますのでご注
意ください。

農業者年金のご案内
○農業従事者なら誰でも加入できます。
○６０歳未満の国民年金の第一号被保険者であって年間６０日以上農業に従事するものであれば誰で
も加入できます。積立方式で安心した財政運営です。
○積立方式で年金額は加入者・受給者数に左右されない、少子高齢時代に強い制度です。
保険料の手厚い国庫助成があります。
○認定農業者等一定の要件を備えた意欲ある担い手に対して、保険料（月額２万円）の２割、３割又は、
５割の政策支援（保険料の国庫助成）があります。保険料は自由に選択できます。
○月額２万円から６万７千円までご自身のライフプランに合わせて保険料を自由に選択できます。税制
面でも大きな優遇があります。
○保険料は最大８０万４千円の社会保険控除（収めた保険料の１５から３０％程度の節税）。
支払われる年金にも公的年金控除が適応されます。
○８０歳までの保証がついた終身年金です。
○年金は終身受給できます。加入者や受給者が８０歳になる前に亡くなった場合は、８０歳までに受け
取ると仮定した金額を一時金として遺族が受け取れます。

お問い合わせは・・・

浦臼町農業委員会事務局(浦臼町役場内)

電話0125-68-2298

寄り道サロンが開所しました
５月２３日（水）、寄り道サロンが開所しました。「皆で遊ぶた
めに持ってきたんだよ。」と手作りのおもちゃを持参した方もおり、
多くの利用者の方で賑わっていました。１０月３１日（水）まで
開所しており、一度の来所につき１ポイントをためられ、ポイン
ト達成ごとに景品をもらうことができます。
また、寄り道サロンではボランティアスタッフを募集していま
す。興味のある方はお気軽に浦臼町社会福祉協議会（６９−２１
８８）へご連絡ください。

ご融資金利

年５.０％、年７.０％、年９.０％、年１４.０％

（固定金利・保証料含む）（平成２７年４月１日現在）

・ご融資額 ５００万円以内 ・ご利用期間 １０年以内
※融資条件を変更する場合は、手数料がかかる場合があります。
※保証会社の審査によって、ご希望に添えない場合があります。
※詳しくは当金庫本支店窓口にお問合わせください。

北門信用金庫

浦臼支店

借換もOK

ご利用中のローンの

ほくもんローンプラザ
「まねき猫」
土・日も相談OK! 10:00〜18:30
※火・水・祝祭日休業
お問い合わせは0120−９５４６１１
滝川市栄町3丁目5番15号

TEL ６８−２０１１

振り込めサギには十分注意しましょう！
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※ご融資金利は保証会社の審査のうえで決定させていただきます。
※さらにお取引内容によって上記金利より年０.２０％優遇いたします。

他金融機関、クレジット、消費者金融で

広
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平成30年度

国民健康保険税率について

平成３０年度の国民健康保険税率が下記のとおり決定されました。
医療給付分につきましては、皆様の医療費によって計算しておりますので、医療費の増は税率の上昇
につながってしまいます。
日頃から検診を受けるなど、健康に留意しましょう。
区

分
税率区分
賦課限度額
所得割
応能割税率
資産割
均等割（世帯員数）
応益割額
平等割（世帯）

医療給付分
５８０,０００円
８.００%
５０.００%
２８,０００円
２８,０００円

後期高齢者支援分
１９０,０００円
２.３０％
５.００％
５,０００円
５,０００円

介護給付金分
１６０,０００円
１.６０％
５.００％
８,０００円
８,０００円

○応益割額の軽減について
被保険者の総所得額が一定の基準以下の場合には、均等割および平等割が軽減されます。
３３万円≧総所得額
３３万円＋（２７.５万円×世帯被保険者数）≧総所得額
３３万円＋（５０万円×世帯被保険者数）≧総所得額

７割軽減
５割軽減
２割軽減

○特定世帯および特定継続世帯の軽減について
世帯の中の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したことで、国民健康保険の被保険者が１人となっ
た世帯のことを「特定世帯」といい、特定世帯に移行したあと５年間は医療給付分・後期高齢者支援分
に係る平等割額が半額に減額されます。
また、５年経過後も３年間は、「特定継続世帯」として医療給付分・後期高齢者支援分に係る平等割
額が４分の３に軽減されます。
●お問い合わせ：役場 くらし応援課 税務係 ６８−２１１２

町税の納期のお知らせ 第１期納期限

７月２日（月）まで

町税（住民税・固定資産税・軽自動車税・国民健康保険税）は、６月１１日発送の納付書にて、納期
限までに納付願います。既に口座振替による納付をご利用の場合は、納期限の日に引き落としをいたし
ます。
やむを得ない理由によって期限内の納付が困難となったときは、納期限前に必ず役場税務係までご相
談願います。事前の相談なく町税を滞納した場合には、勤務先や金融機関などへの財産調査、給与や預
貯金の差押えなど、法に基づいた厳しい滞納処分を行うことがあります。
〈納付の方法〉
○口座振替による納付
北門信用金庫浦臼支店、ピンネ農業協同組合浦臼支所およびゆうちょ銀行で口座振替による町税
の納付ができます。納税通知書、通帳およびその通帳の届出印を金融機関の窓口にご持参の上、お
手続き下さい。
ゆうちょ銀行で口座振替の手続きをなされる場合には、申込書の「払込先」欄に以下のとおりご
記入願います。
加入者名：浦臼町役場
口座番号：０２７８０−９−９６０２２７
払 込 日：毎月末日
口座振替による納付は、納付しに行く手間もなく納め忘れも防ぐことができますのでとても便利
で安心です。
○納付書による納付
北門信用金庫、北海道銀行および北洋銀行の各支店窓口またはピンネ農業協同組合浦臼支所また
は浦臼町役場出納窓口にてお支払いください。
なお、ゆうちょ銀行では納付書による納付はできませんのでご留意願います。
●お問い合わせ：役場 くらし応援課 税務係 ６８−２１１２

交通安全を心がけ事故の無いよう努めましょう！
8

KOUHOU
URAUSU
H30.６

狩猟試験・予備講習のお知らせ
【狩猟試験予備講習】
１．日
時 平成３０年７月２９日（日） ９時〜１６時３０分
２．会
場 岩見沢市民会館まなみーる
３．受 講 料 第１種銃猟、第２種銃猟 ７，５００円（テキスト代込み）
網 ５，０００円 わな ５，０００円
網及びわな（２種類）
７，５００円
第１種銃猟または第２種銃猟と同時に網、わなを受講（２種類） １０，０００円
第１種銃猟または第２種銃猟と同時に網とわなを受講（３種類） １２，５００円
４．受付期間 平成３０年６月２１日（木）〜平成３０年７月２４日（火）
【狩猟試験】
１．日
時
２．会
場

８月５日（日） ９時〜
空知総合振興局
・受験を希望される方は、産業振興課 農政係（６８−２１１４）までご連絡ください。
・受験料等に対する補助制度もございます。
（補助を希望される場合は、事前のお申込みが必要ですので、産業振興課 農政係まで
ご連絡ください）
〔その他、試験の詳細についての問い合わせ先〕
空知猟政協議会
電話 FAX同じ ０１２６−２５−５７６８

不法投棄・不法焼却はやめましょう！
〜ゴミは分別して、所定の回収場所へ〜
不法投棄・不法焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されており、違反した場合には、
５年以下の懲役若しくは１千万円以下の罰金又はその両方が科せられる場合がある犯罪です。
◎不法投棄について
不法投棄は、破棄物（ゴミ）を定められたルールに従って適正に処理せず、処分場以外の山林や原野、
河川、空き地などにみだりに投棄したり、埋める行為です。
◎不法焼却について
不法焼却は、家庭ゴミをはじめ、建物を解体した時に出る廃材などを野焼き、焼却炉などで燃やす
行為です。
◎注意事項
・ 廃棄物（ゴミ）は、定められたルールに従って処分する。
・ 不法投棄は、景観を損なうだけでなく、有害な物質が漏れる恐れがあり、土壌や地下水、河川な
どが汚染されます。
・ 不法焼却は、煙や臭いなどで、隣近所に悪影響を与えるばかりか、ダイオキシン類を含む有害物
質の発生により人体への健康被害や環境汚染に繋がります。
また、住宅火災の原因にもなり大変危険です。
※農業などを営む方が、病虫害の予防や駆除のためにやむを得ず行う雑草の焼却などについては、違反
から除外されている行為もありますので、詳しくは役場へお問い合わせください。
砂

川

警

察

署

電話

５４−０１１０

国民健康保険税は納期内に必ず納めましょう!!
9

KOUHOU
URAUSU
H30.６

対象事業が決定しました。
平成２９年度は下記の４事業が行われ、多くの町民の方々が参加していました。
事業名（実施団体名）
だれでも食堂
（「だれでも食堂」実行
委員会）

交付実績額

事業目的

事業内容

１５９, ０００円

地域の子どもや高齢者
など住民を対象に地域
食材を生かした食事と
ふれあいの場を提供す
る。

月に１度食堂を開設し、
１８歳以下に食事を無
料提供する。（１９歳以
上は１食２００円で提
供）

地域食材を生かした町
の特産品開発を促進し、
住民間の交流促進や商
品開発に取り組む団体
を応援する。

交流会を開催し、公募
した家庭オリジナルレ
シピによって試作した
料理等の展示や地域食
材利用の加工品の展示
販売、交流スペースの
提供を行う。

食の祭典＆アイディア
交流会『浦臼町特産品
発掘あるある』
（ＪＡピンネ女性部浦臼
支部）

６９, ０００円

ポストカードで浦臼の
イメージアップ
（浦臼ポストカード作成
委員会）

７４, ０００円

町内の風景や動植物の 町内の風景や動植物を
美しさを町内外に広め 撮影したポストカード
る。
を作成し、事業賛同者
にハガキや農産物同封
品、町を紹介する品と
して利用してもらう。

２７２, ０００円

晩生内住民の親睦とふ そ ば 打 ち 体 験・ 実 食、
れ あ い の 機 会 を 設 け、 お菓子づくり体験・実
地域の活性化を図る。 食、子ども向け七夕行
事や青空へバルーンを
飛ばすことなどができ
る交流イベントを開催
する。

晩生内ふれあいの日
（晩生内住民組合）

だれでも食堂

食の祭典＆アイディア交流会
『浦臼町特産品発掘あるある』

ポストカードで浦臼のイメージアップ

晩生内ふれあいの日

ゴミは、分別して出しましょう!!
10

KOUHOU
URAUSU
H30.６

今年度の町民まちづくり活動応援補助金の
昨年度、町民が主体となって実施するまちづくり事業に対して補助金を交付する「町民まちづくり活
動応援補助金制度」が創設されました。
３月に平成３０年度の対象事業を募集したところ、２事業の応募があり、去る５月９日に開催された
福祉の町づくり委員会により、対象事業の審査を実施しました。
審査の結果、以下の事業に補助金を交付することが決定しましたのでお知らせいたします。
町民まちづくり活動応援補助金平成３０年度採択事業
事業名（実施団体名）
だれでも食堂
（「だれでも食堂」実行
委員会）

採択金額

事業目的

事業内容

１８６, ０００円

地域の子どもや高齢者
など住民を対象に地域
食材を生かした食事と
ふれあいの場を提供す
る。

月に１度食堂を開設し、
１８歳以下に食事を無
料提供する。（１９歳以
上は１食２００円で提
供）

２７２, ０００円

晩生内住民の親睦とふ そ ば 打 ち 体 験・ 実 食、
れ あ い の 機 会 を 設 け、 お菓子づくり体験・実
地域の活性化を図る。 食、 ミ ニ コ ン サ ー ト、
子ども向け七夕行事や
青空へバルーンを飛ば
すことなどができる交
流イベントを開催する。

晩生内ふれあいの日
（晩生内住民組合）

町内で対象事業が実施されますので町民の皆様も是非ご参加ください。
○直近の実施日が決定している事業
だれでも食堂
日
時：６月２３日（土） １１：３０〜１３：３０
開催場所：ふれあいの家（中央団地敷地内）
メニュー：サンドイッチ、ミネストローネ
料
金：大人２００円
１８歳以下無料
※詳しくは今月の町内回覧をご覧ください。

平成３０年度対象事業の追加募集を行います
補助金の額
１事業につき限度額３０万円
補 助 率
総事業費のうち補助対象経費の１０分の８
提出書類
①事業計画書 ②収支予算書 ③団体の規約等の写し ④会員名簿
提 出 先
役場総務課企画統計係
募集期間
６月１１日（月）〜７月２５日（水）
○補助の対象となる団体
３名以上で構成され、団体の運営に関する規則等を有していることが必要です。
※営利団体でも、営利を目的とした事業でなければ対象となります。
○補助の対象となる事業
・浦臼町内において地域の活性化を図り、又は地域の特色を活かせる事業
・安全・安心な地域づくりを推進する事業
・地域の福祉の向上に寄与する事業
・公共性のある事業
※営利を目的とした事業や、他の補助金等を受けている事業は対象になりません。
◎提出書類の様式等は役場総務課企画統計係窓口もしくは浦臼町ホームページからダウンロードできます。
詳しくは役場総務課企画統計係（６８−２１１１）までご連絡ください。

限りある水資源を大切に!節水にご協力をお願いします!
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浦臼短歌会

隼子

最終処分場放流水水質検査結果（4月分）

６月２１日（木）午後６時から
奈井江町文化ホール（ＪＲ奈井江駅前）

濃度

4月１1日
（水）

一さん

95歳

河

本

郁

治さん

87歳

井

川

富

雄さん

100歳

上

杉

政

雄さん

77歳

分

期

1

0

8

1

0

（1）

（0）

（26）

（2）

（1）

3

0

33

2

0

（12）

（4）

（120）

（3）

（2）

浦臼町内の出動状況（

4月１日
↓
4月30日

間

１月１日
↓
4月30日

）内は奈井江・浦臼支署全出動状況

○故人の生前のお礼として

・西 條 正 規
浦臼第２
（故 西 條 二美子さん）３万円
・東 藤 弘 行
鶴沼第２
（故 東 藤 正 一さん）３万円
・内 藤 美智子
浦臼第７
（故 内 藤 安 明さん）５万円
・河 本 八重子
浦臼第１
（故 河 本 郁 治さん）５万円
・上 杉 テ ツ
鶴沼第３
（故 上 杉 政 雄さん）３万円

男
計

906人（ 0人）
女
970人（−7人）
1,876人（−7人） 世帯数 887戸（−2戸）
（

）内は前月との比

■４月末現在

編 集 後 記
最近暑い日が増えてきました。僕が住んでいる家は電気代が
定額制で、エアコンを気の向くまま使えるので、外が暑くて
も家の中は快適な温度に保てます。
ただ、役場で僕が所属している係は、環境問題や地球温暖化
についても担当しているのです。本来であれば、電気の使い
方に人一倍配慮し、環境について率先して考えなければなら
ない立場であるにも関わらず、定額制に甘えて電気の使いす
ぎを気にも留めていない。これはよろしくないと最近気付き、
エアコンの自粛とともに家の中でのクールビズを検討してい
ます。役場だとノーネクタイという分かりやすい指標があり
ますが、家の中だとどこまでがクールビズの範疇なのか、ど
こまで脱いでいいのか、逆に何を身につけていればクールビ
ズと言えるのか悩んでいます。最終的にどんな格好に落ち着
くのか、自分でも今から不安です。

■発行・編集／北海道浦臼町役場 総務課企画統計係
〒061-0692 北海道樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183番地の15

2018.6／No.645

ＴＥＬ０１２５−６８−２１１１㈹ ＦＡＸ０１２５−６８−２２８５
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ご厚志ありがとうございます
社会福祉協議会へ

区

累

正

1.70

今月分

藤

1.7

２０以下 ９０以下 １２０以下

火災出動

東

0.7

はい！こちら１１９番
戒

71歳

全窒素

平成30年４月分からは、月１回の検査になります。

警

明さん

１未満

救急出動

安

7.4

救助出動

藤

生物化学的 化学的
酸素要求量 酸素要求量

〔ＳＳ〕 〔ＢＯＤ〕〔ＣＯＤ-Ｍｎ〕〔Ｔ−Ｎ〕

５.８〜８.６ １０以下

基準値

その他の出動

内

〔ｐＨ〕

採取日

おくやみ申し上げます
４月30日
浦臼第７
５月４日
鶴沼第２
５月７日
浦臼第１
５月８日
晩生内第３
５月11日
鶴沼第３

浮遊物質量

でに申し込みされた
日︵火︶です︒ 方の月戸別日︵︵訪火問︶ま︶収
集日です︒

と き
ところ

項目 水素イオン

月

優良運転手のみが受講できる講習会で、ご自
宅に「運転免許証更新連絡書」が届きますので、
砂川警察署等で更新の手続き（申請等）を済ませ、
「優良講習」対象者に該当するかどうか確認の上、
受講してください。
更新手続きは、誕生日の前後合わせて２ヶ月
間の間に行ってください。

今月の 粗大ごみ収集日 は

短 歌・
・
・
・
・

制裁は心を開くカギなのか
不安も募る世界の平和

井下

夢賭けて月イチで買う宝くじ
信じていれば何時かは当たる
玄地 祐文

一年ぶり訪ねし孫はおしゃまにて
ひざ
﹁おばばおばば﹂と膝に寄りくる
斎藤 陽子

ひ孫無事生まれし知らせにほっとする

受話器の奥にひびく泣き声

一喜

本間マキ子

森

やわらかきマショマロのごと︑
ひ孫の手

頬にぬくもり心の中にも

あん

春告げしヨモギ餡モチいただきぬ
爽やかな風︑笑顔もそえて
森 小夜子

お知らせします！
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